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日程表

【第１日目】 【講演会・シンポジウム】 時間 内容等

９月２１日（水） 受付 １２：００ ～

開会 １３：００ ～

特別講演 １３：３０ ～ 北里大学教授（萬田富治氏）

基調講演（１） １４：１０ ～ 近畿中国四国農業研究センター（土肥宏志氏）

基調講演（２） １４：４０ ～ 山口県畜産試験場（澤井利幸氏）

□休憩 １５：１０ ～ １５：２０

事例発表（１） １５：２０ ～ 木次乳業（佐藤忠吉氏）

事例発表（２） １５：４５ ～ 富山農業普及指導センター（佐丸郁雄氏）

事例発表（３） １６：１０ ～ 山口県長門農林事務所（岡田講治氏）

□休憩 １６：３５ ～ １６：４５

パネルディスカッション １６：４５ ～ １７：５０ 「放牧が及ぼす効果とその普及について」

閉会 １８：００

懇談会 １８：３０ ～ ２０：３０ 「ホテルニュータナカ」

【第２日目】 【現地検討会】 時間 内容

９月２２日（木） バス出発 ８：３０

バス移動

現地検討会 ９：２０ ～ ９：５０ ①千人塚放牧場（美祢郡秋芳町）

バス移動

現地検討会 １０：２０ ～ １１：００ ②奥畑放牧場（長門市畑）

バス移動

現地検討会 １１：２０ ～ １１：５０ ③山本放牧場（長門市油谷）

バス移動

昼食 １２：００ ～ １２：４０ 妙見山公園（長門市油谷赤屋）

バス移動

現地検討会 １３：００ ～ １３：４０ ④特区放牧場（長門市油谷）

バス移動

閉会（解散） → １５：００ JR新山口

→ １５：４０ 山口宇部空港



第 5 回　放 牧 サ ミ ッ ト 開 催 要 領

主　催：　　全国飼料増産行動会議

　　　　　　　社団法人　日本草地畜産種子協会

１． テーマ・目的

　「放牧が及ぼす効果とその普及について」

地域特性を活かした放牧の普及を図るため、耕作放棄地の解消、獣害防止等の放牧による地域活
性化等の効果及び放牧畜産物の機能性成分等の放牧の効果を明らかにし、放牧の普及方策を検
討する。

２． 開催日時

　９月２１日（水）　午後１時　～　９月２２日(木）　午後３時

３． 開催場所

　講演・パネルディスカッション　：　山口県山口市　「ホテルニュータナカ」

山口市湯田温泉２－６－２４ ℡ 083-923-1313

　現地検討　：　山口県秋芳町，長門市油谷（特区）他

４． 日程

　第１日目　９月２１日（水）

　「講演会・パネルディスカッション」 １３：００～１８：００

（受　　付） １２：００～１３：００

開会・挨拶 １３：００～１３：３０

特別講演 １３：３０～１４：１０

　　「放牧がもたらす効果について」

北里大学教授 　フィールドサイエンスセンター長 萬田　富治　氏

基調講演（１） １４：１０～１４：４０

　　「中山間地域における日本型放牧による地域再生について」

　　　　近畿中国四国農業研究センター畜産草地部長 土肥　宏志　氏

基調講演（２） １４：４０～１５：１０

　　「耕作放棄地を活用した山口型放牧技術の確立と推進体制の構築」

　　　　山口県畜産試験場育成業務課長 澤井　利幸　氏

事例発表

（１）島根県の事例 １５：２０～１５：４５

　　　｢山地畜産と地域活性化について」

　　　　木次乳業相談役 佐藤　忠吉　氏

（２)富山県の事例 １５：４５～１６：１０

　　　「立山地域における水田放牧について」

　　　　富山県農業普及指導センター園芸畜産課 佐丸　郁雄　氏

（３）山口県の事例 １６：１０～１６：３5

　　　「山口油谷水田放牧（山口型放牧）特区について」

　　　　山口県長門農林事務所畜産部畜産振興課長 岡田　講治　氏

「パネルディスカッション」　 １６：４５～１７：５０

　　｢放牧が及ぼす効果とその普及について」

コーディネーター 　土肥　宏志　氏 （近畿中国四国農業研究センター）

パネラー 　姫田　　尚 　氏 （農林水産省畜産振興課長）　　　

　増田　淳子　氏 （ジャーナリスト）

　 　　　他、講演者及び事例発表者

閉会・挨拶 １７：５０～１８：００

（懇談会 「ホテルニュータナカ」 １８：１５～２０：３０）



　第２日目　９月２２日(木）

「現地検討」 (バス利用） ８：３０～１５：００

集合・出発 ホテルニュータナカ ８：３０

（１） 千人塚放牧場 (美祢郡秋芳町）

（２） 奥畑放牧場 (長門市畑）

（３） 山本放牧場 (長門市油谷）

（４） 特区放牧場 (長門市油谷）

解散 ＪＲ新山口駅 １５：００

山口宇部空港 １５：４０
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放牧がもたらす効果について 

 

北里大学獣医畜産学部附属フィールドサイエンスセンター長、教授 萬田富治 

 

１．放牧は世界の畜産で常識  
 

 家畜の飼養頭数の増加や個体能力の向上は、必然的にエネルギー濃度の高い穀物飼料の

需要量を増大する。このため、穀物生産の集約化と拡大が必要となり、森林などの耕地化

がさらに推進され、生物多様性に影響を及ぼすことになる。 

 また、草食家畜の消化管をはじめ、ふん尿から発生するメタンや亜酸化窒素は地球温暖

化の原因として問題になっている。草食家畜が発生するメタンガスは環境にマイナス影響

を及ぼす一方、土地面積と調和のとれた草食家畜の飼育は環境に対して調和的効果を及ぼ

す。例えば、短草型の半自然草地の放牧は生物多様性を向上させることや、地球温暖化ガ

スであるメタンの重要なシンクとして機能していることも認められている。また、耕種と

畜産の複合農業システムは堆肥など有機質肥料の供給を介して土壌の物理性や肥沃性を改

善する効果があることは古くから知られている。この様に家畜の 大の貢献は、複合農業

システムにおける持続的生産と土地生産力を向上させることである。これまで、こうした

家畜による資源利用および資源節約効果の評価は見過ごしがちであったが、今後、このよ

うな自然環境保全効果を発揮させる草食家畜の生産システムをどのようなプロセスで我が

国の風土に構築し、発展させていくかが重要課題となっている。 

 世界の畜産を概観すると、現在、世界の土地の２６％が家畜の放牧に利用されている。

この広大な面積で行われる放牧システムは化石エネルギーの投入が少なく、草地の炭素収

支はプラス、すなわち蓄積型になると言われており、放牧は畜産物の粗放的生産手段とし

て見直されている。特に草地面積の過半数が集中する北海道では放牧は省力・低コスト技

術としての期待が大きく、舎飼・多頭飼養から集約放牧技術に転換することにより所得率

が向上し、それまでの高額の負債を大幅に縮小し、経営的にも労力的にもゆとりを創出し

た事例も見られるようになった。一方、梅雨から夏期にかけて、高温・多雨・多湿の気象

条件下にある西南日本の中山間地域では、旺盛に繁茂する野草資源や短草型草地を活用し

た周年放牧システムと、水田や林業などとの結合による有畜複合農林業システムなど、新

たな農法の取り組みが始まっている。このような事例は国土保全、水源保全、生物多様性

等の自然資源基盤保全の面からも重要である。今後は小規模農業及び家族経営の複合農業

でも、養分とエネルギーの経営内あるいは地域内フローをさらに向上させ、持続的生産を

推進することが期待される。特に地形が複雑で高齢化がすすむ中山間地域では、こういっ

た有畜複合農林業システムの構築が、国土保全をはじめ、国民への安全・安心な食料供給

からも大切である。また、飼料生産拡大のための土地集積方策をはじめ、飼料生産コント

ラクターなどの支援組織や資材供給・流通・販売など関連部門の適性配置により生産資材

の低コスト供給を図り、雇用を創出するとともに、均衡のとれた地域農業の振興が求めら

れている。 

 

 



 

 ヨーロッパ農業を語るとき、「家畜なくして、農業なし」といわれるが、日本において

も、いまや畜産は農業にとって不可欠の部門となっている。国民の食糧消費パターンを見

ても畜産物のウエイトが高くなっている。しかし、日本においては食糧消費パターンと耕

地利用パターンが同じではなく、今後はこのアンバランスを是正し、持続性のある畜産を

構築するためには耕作放棄地や遊休農林地、余剰水田等の環境に配慮した畜産的利用の拡

大が課題である。 

 

２．放牧畜産を再生する取り組み 

 

 和牛が役牛として飼養されていた時代、和牛放牧はどこでも見られる農村の風物詩であ

った。しかし、豊富で安い輸入飼料を 大限活用する畜産技術が普及し、畜産物産出額は

全農産物産出額の３割程度を占めるまでになった。しかし、放牧畜産や採草利用など国土

資源利用型の畜産は後退し、飼料自給率を大幅に下げた。北海道では至る所で見られた搾

乳牛の放牧も衰退して久しい。日本の山野から放牧風景は消失し、畜産物の輸入量が増え、

畜産物は国民の食卓にあふれている。農村風景からは牛が消えたのに、都会ではお金さえ

出せば、畜産物はいくらでも手に入る。国公立の研究機関では山地畜産の普及を目指して

プロジェクト研究に取り組み、多くの新技術を開発してきた。しかし、放牧畜産は限られ

た地域で少数の農家が取り組んでいたに過ぎない。 近、中国・四国の中山間地域で復活

した和牛放牧は、ノシバなど短草型草地利用と電気牧柵利用を軸にして各地域への広がり

をみせつつあり、マスコミなどでも大きく取り上げらるようになった。「棚田放牧」、「出

前放牧」、「レンタカウ（牛）」など様々な呼称がつけられ、島根型放牧、熊本型放牧、

大分型放牧などの放牧システムが、行政一体となって普及に取り組まれている。このよう

に肉用牛については繁殖成雌牛を中心にした放牧が緒についた。  

 一方、放牧酪農では先駆的な山地酪農の実践者が、その理念を高く掲げて取り組んでい

たが、少数派であり、生産性・所得向上の時代背景もあったことから、普及には至らなか

った。近年になって、道東のマイペース酪農など、ゆとり追求型の低コスト・低投入持続

型酪農が紹介され、これを契機に、放牧酪農が見直されるようになった。省力・省資源・

高収益をねらった集約放牧酪農などの優良経営も出現し、放牧酪農に期待が寄せられてい

る。これまで日本の畜産関係者にとっては、放牧技術には目新しいものがなく、我が国の

狭小・分散型の土地条件など酪農環境のもとでは普及性が低いと見なされていた。しかし、

近における食の安全・安心面から、放牧酪農に関心を示す消費者が増えており、多頭化

・大規模路線から頭数を減らし適正規模へ転換する酪農家を支持するという日本畜産がこ

れまで、経験しなかった状況が生まれている。 

 このような背景から、放牧は生産者自らの取り組みに加えて、市民参加型の放牧まで、

広範な人々の参加により、地域の自然・国土を保全し、多面的機能を発揮するという役割

までが期待されている。放牧畜産物の生産量には自ずから限界があるが、放牧は地産地消

運動や食育教育にまでつながり、消費者・国民に対する波及効果は大きい。このように、

日本畜産の有り様が国民・消費者から社会的に認知・支持され、食の安全や安心面に対す

る要請にも答えることが出来る生産方式として再構築することが期待されている。 

 

 



 

３．放牧酪農技術の現段階 

 

１）山地酪農 

 山地酪農の理論は猶原恭爾氏が提唱し、多くの先駆者が実践してきた。山地酪農は自然

・牛・人をひとつの生態系としてとらえ、これらの共生と調和を目指して取り組まれてお

り、集約放牧酪農と対極に位置している。その生産様式は有機畜産に も近い。ここでは、

岩手県北上山地の山地酪農家Ａ、Ｂ、Ｃ、３戸の事例から技術的特徴点について考察する。 

 第１は乳牛の改良についてである。人工授精の場合は市販精液を使用することになるが、

能力や血統については特に考慮されていない。乳が出過ぎる牛は淘汰の対象となる。山地

酪農ではまき牛を使用する経営もあるが、１頭のまき牛が母・娘牛の受精に用いられるこ

とになり、同一のファミリーで牛群が構成される傾向がある。その点、Ａ牧場の種牛は１

頭は純粋なジャージー、もう１頭はホルスタインとジャージーのＦ１の２頭の種牛を用い

て交配を行っているため、雑種強勢が発揮され、遺伝子の多様性も確保されている。放牧

は病気が減るので治療薬が削減出来、安全な畜産物の生産にとって望ましいと考えられて

いるが、交雑種利用が牛の抗病性強化に貢献しているかどうかは今後の検討課題である。

ＢおよびＣ牧場の種雄牛は純粋なホルスタイン種で、知り合いの酪農家が飼養する乳成分

の高い母親から生まれた雄を導入している。乳牛の品種という概念を取り払ったＡ牧場は

自家プラントで生乳加工まで一貫して行うため、特に個体販売による収入にはこだわらな

いといった経営方針が背景にある。残りの２戸は個体販売による収入もあり、また、将来

の牛群作りを考慮すると、交雑種利用を選択するにはリスクが大きいと考えている。この

例のように山地酪農と一言で言っても乳牛の品種選択の理由は異なっている。山地酪農を

推進するためには風土適応牛の品種選定と供給・流通体制の整備が必要である。 

 第２は冬季放牧についてである。北上山地のような寒冷地では冬期間は積雪のため採食

行動を伴う放牧は期待できない。笹など冬期間でも可食植物が採食出来る条件下では放牧

は可能であるが、３牧場ともに、冬期間の放牧は運動程度である。西南暖地といえども冬

期間の飼料生産は低下する。冬期間の貯蔵飼料を確保するためサイレージ調製技術やベー

ルラップサイレージの導入により、周年放牧が可能となったことを見過ごしてはならない。 

 第３は産乳量と乳質についてである。ノシバ自体は外来牧草のようにスプリングフラッ

シュはほとんどなく、春から冬までの季節生産の変動は小さい。しかも飼料価値の季節的

変化も小さく、ほぼ一定している。しかし、牧草に比べて春の萌芽は遅いし、秋になると

地上部は牧草よりも早く枯死してしまう。また、栄養価も刈り遅れの牧草程度で、遺伝的

泌乳能力の高いホルスタイン種の飼料としては不十分であり、維持のエネルギー源として

の価値にとどまり、産乳に要するエネルギー・養分量は他の飼料で補給する必要がある。

このため、３牧場ともビートパルプ及びフスマを補給し、１頭あたりの年間平均乳量は

3,000～4,000kg 程度である。このようにホルスタイン種の遺伝的泌乳能力にとっては低栄

養であり、結果として乳脂肪率が低いなど乳成分にも反映している。Ｂ牧場は山地酪農技

術の経験も長く、乳成分も比較的良好に維持されているが、Ｃ牧場はシバ型草地から乳を

生産するという強固な経営方針から、乳牛は低栄養となり、乳成分は低く、低い乳価とな

っている。放牧は乳牛が健康になり、耐用年数も長くなると言われているが、このような

低投入・低乳量の山地酪農経営における乳牛の生涯生産性については解明すべき課題の一

 



 

つである。この点、Ａ牧場の経営方針は明確であり、ホルスタイン種にこだわらず、交雑

種利用により、冬期間の飼料は牧草ラップサイレージを給与し、夏期は牧草やクローバが

混在する短草型草地を利用しているため、乳成分は安定している。このように、山地酪農

と一言で言っても同じ地域でも、経営技術は異なっており、教科書的な技術マニュアルを

作成するというわけにはいかない。経営者の理念、周囲に賦存する資源、資源利用の方法

のいずれをとっても多様である。山地酪農技術の基本理念が「牛本来の飼育法は自然の草

であり、草からミルクを搾る」のであれば、すくなくともホルスタイン種一品種から、放

牧適性の高い専用品種や交雑種利用の方向、またはホルスタイン種でも小型で山地向きの

系統を造成する取り組みが必要であろう。 

 第４は作付け体系である。３牧場共に飼料用のトウモロコシは作付けしていない。その

理由はＦ１種子が輸入品であること、除草剤を使用すること、播種後の土壌流亡が大きい

こと、高価な専用機が必要なことなどである。３牧場のこの様なトウモロコシホールクロ

ップサイレージに対する考え方については充分整理しておく必要がある。トウモロコシの

有機的栽培を目指してカバークロップ利用の研究が取り組まれているが、省力・低コスト

の実用技術の確立はかなり厳しいと考えている。基本的にはトウモロコシに固執するので

はなく、越冬飼料をはじめ、放牧地の草が不足する時期の補給飼料として麦類やカブなど

の根菜類も取り入れた新しい作付け体系などの確立が必要であろう。 

 第５は飼養管理技術である。放牧自体は省力的であるが、Ｃ牧場の少頭数経営ではバッ

ケト搾乳が行われており、飼料給与、ふん尿搬出も人力で行っている。この飼養管理作業

は確固とした労働観に基づいて行われているが、このような労働観が次世代の人々に受け

入れてもらえるかが課題である。Ａ牧場は施設がセットの建て売り牧場に入植した経緯か

ら、パイプラインが整備されており、搾乳は省力化されている。山地酪農の搾乳作業の省

力化や衛生的乳質の確保についての取り組みも今後の課題である。 

 第６は、周年放牧では、草地に草が不足する時期や冬場は畜舎の周囲に牛群が集合し、

パドックの泥濘化による環境問題が発生しがちである。この問題は山地酪農だけだなく放

牧酪農に共通した解決を図るべき課題である。 

 第７は、山地酪農は環境と調和し、持続的生産が可能で、国土利用・保全、多面的機能

の発揮の面でも有効であり、 終生産物である牛乳の安全性が高く、動物福祉や食育教育

にも適していることなどから普及が期待されているが、いざ導入するとなると、シバ型草

地の造成利用の場合は放牧が定着するには４～５年は必要とし、経営が安定するには１０

年以上を要する。この間の経営資金の確保など、支援制度の整備が必要である。 

 第８は放牧牛乳の効能に対する期待である。放牧牛乳はアトピーやアレルギーの子をも

つ親からその効能について期待されており、これらの効能について医学領域との共同で疫

学的調査による解明が求められる。 

 以上、山地酪農は日本のどこでも見られる傾斜地利用において、今後とも期待されるが、

この生産様式を本格的に展開するためには、 

 ①山と平場（水田・耕地）をしっかりと結合した資源循環系を構築すること。その基本

は肥・飼料を中心とした資源・物質循環の確立にある。 

 ②放牧酪農（自然循環的酪農）を支持する消費者への販売・流通方法の確立。双方にと

ってのメリットの追求が必要。 

 



 

 ③乳肉兼用種も視野に入れた風土適応品種の導入・改良、供給・流通体制の整備。山地

酪農は日本の牛乳需要にとってごく僅かの生産量しかないが、その生産様式は安全・信頼

できるものとして消費者には受け入れやすいものであり、放牧適応品種について生産・消

費の双方向からの論議には格好の材料である。 

 

２）集約放牧酪農 

 集約放牧酪農は穀物飼料を節減しても良質放牧地があればホルスタイン種の遺伝的泌乳

能力を十分に発揮させることが出来、慣行の放牧酪農に比べて生乳の生産力が低下しない

という特徴がある。寒地型外来牧草の栽培適地である北海道の家族酪農経営で普及が始ま

っている。集約放牧酪農は舎飼酪農との比較に於いて、資源節約、省力性、高い所得率な

ど収益性において、勝っており、ゆとりのある酪農経営が可能となっている。また、その

生産様式は消費者から受入れやすいものであり、生産と消費の連携を強化することにより、

国際化の中でも十分に持続できる生産様式と考えられる。 

 集約放牧酪農は文字どおり集約的な草地の放牧利用が牛と草地と飼育者の絶妙なバラン

スで成り立っている。このため、この技術に習熟するためには、牛にも人にも一定の経験

年数を必要とし、舎飼をベースにした技術には馴染まず、飼育者の周到な観察と経験が成

否の分かれ道となり、その成果が経営収支に反映される。このような放牧酪農の技術的特

徴は反面で、コントラクターなど支援組織の受入を困難にしていることも留意しておく必

要がある。また、従来型の試験場・大学→普及センター→生産者といった技術開発・指導

・普及の組織体制よりは、酪農家自らの経験・知識の相互交流や視察研修などによって経

営技術が改善されており、極めて農民的な技術である。この集約放牧酪農技術の普及のた

めには土地集積の方法や放牧施設に対する初期投資、経営が軌道に乗るまでの資金支援な

ど、関連施策の十分な手当が大切である。技術課題としては、放牧適性牛とはどのような

能力の牛か、どのようなパラメーターで評価したらよいのか、季節繁殖技術、搾乳場周辺

の泥濘化対策、衛生的乳成分対策、施肥などの土壌管理技術、ミネラルの過不足と乳牛の

栄養生理など、基本的には山地酪農とほぼ同様な課題がある。 

 

４．肉用牛放牧技術の現段階 

 

  放牧は中・四国地域の繁殖経営を中心にして取り組みが始まり、放牧地としては遊休草

地や耕作放棄地、棚田やみかん園、東北では廃棄桑園までに及び、九州では裏作利用を取

り入れた周年放牧技術が開発され、普及しつつある。 

 放牧は農家経済のみならず、国土保全や多面的機能の発揮など、公益性や社会性の面で

の役割が大きい。放牧に関連する技術としては、草種・品種の開発、電気牧柵など放牧施

設の開発、放牧衛生技術の進歩、放牧畜産物の機能性成分の検出や評価など、一連の新技

術の開発や研究成果が公表されており、放牧は中山間地域農業振興の切り札として大きく

期待されている。しかし、日本の肉用牛経営は繁殖経営と肥育経営に分業化されており、

肉用牛一貫経営は少ない。繁殖経営から出荷される和子牛は市場で取引されるため、血統

と増体重が重視される。そのため、市場評価の高い種雄牛の精液を利用した人工授精と早

期離乳で発情回帰を早める哺育法により、舎飼される。乾草など子牛に粗飼料を十分に給

 



 

与した肥育素牛の市場評価が高まっているが、親子放牧で育成した肥育素牛は斉一性の面

で見劣りがし、舎飼育成牛と同等な価格で市場で取引されるまでには至っていない。つま

り、肉用牛における放牧普及の現状は繁殖用成雌牛と育成後継雌牛が中心であり、肥育素

牛の放牧育成はごく限られた地域でしか行われておらず、放牧肥育に至っては現状の牛肉

格付けのもとではほとんど普及していない。 

  
５．和牛放牧の効果 

 

 我が国の肉牛は、およそ６割の肉専用種と４割の乳用種から構成され、肉専用種の大部

分は黒毛和種という和牛である。和牛とは、日本在来のウシを基本に、明治から昭和初期

にかけて外国の肉用種と交配し、選抜固定によって改良されたウシのことを指している。

食肉の表示に関する公正競争規約では、「黒毛和種」「褐毛和種」「日本短角種」「無角

和種」の４種についてのみ、和牛の表示が認められている。従って、和牛という表示は品

種に関して認められたものであり、原産地を示す表示ではない。例えば、「和牛肩ロース

（アメリカ産）」などと表示された精肉が販売されることもある（農林水産消費技術セン

ター、消費者相談事例集より引用）。和牛の主要品種は黒毛和種であるが、黒毛和種につ

いては輸入肉との競合が少ないことから、北海道まで飼養範囲が広がっており、日本短角

種など地方特定品種は減少傾向にある。黒毛和種は今後とも、我が国の主要な肉専用種と

して飼育されることは間違いない。しかし、収益性の高い経営として優れているといわれ

る繁殖・肥育一貫経営の普及拡大は足踏み状態である。したがって肉用牛の飼養形態は、

繁殖経営と肥育経営に分業化し、肥育素牛は市場取引される方式となっている。また、肥

育経営は専業化が進んでいるが、繁殖経営は、零細な小規模農家が多い。小規模繁殖経営

では、高齢化がすすみ、和牛飼養を中止する経営が増えており、肥育農家の安定した素牛

確保面で問題が生じている。また、小規模繁殖経営は優良和牛遺伝資源の維持・供給源と

いった点においても、その役割が期待されるが、繁殖農家数の減少は、優良和牛遺伝資源

の保持からみても問題となる。一方、サシ重視の和牛肥育技術は穀物多給という、人の食

料との競合や資源利用の面から問題を孕んでいる。「牛は本来、草食動物であるから、そ

の能力を活かし、草主体による飼養に転換すべき」といった論調を、特にＢＳＥ発生以降

に目にすることが多いが、十分なサシ（脂肪交雑）を草主体飼養で、形成することは不可

能である。和牛のサシは、つまり高級肉という和牛の特性を発揮できるのは、穀物飼料の

多給によって達成できる。したがって、牛肉生産の自給率向上を達成する戦略は、繁殖経

営（子取り経営）から取り組むことになる。繁殖経営では１年１産という繁殖技術の優劣

が収益性を左右し、それは農家の技術水準で異なる。成雌牛の栄養要求は、野草のような

粗剛な飼料でも十分量を採食させることで賄うことが可能であり、比較的、飼養管理は容

易で、高齢者でも飼育できる。 近、見直されているノシバ短草型草地への和牛放牧は、

この成雌牛の栄養要求特性を活用した放牧技術である。放牧頭数が適性であれば、ノシバ

草地は無肥料で草勢を長期間にわたって維持出来ることが実証されており、極めて、低コ

ストで省力的である。環境保全効果も高く、景観もよく維持され、子牛への栄養補給を適

宜行うことで、子付き放牧も可能である。強調すべき点は、荒廃農林地の草資源の有効利

用が可能なことである。温暖地では野草放牧と冬季用草地との組み合わせにより、周年放

 



 

牧も行われている。このように、繁殖経営では、放牧を取り入れることにより自給飼料主

体の飼養が可能な段階に達している。しかし、肥育素牛の放牧育成技術については、市場

評価の問題もあり、放牧育成技術の普及は今後の課題である。黒毛和種の草の利用性は、

日本短角種、褐毛和種、アバディーンアンガス種に比べると劣っているが、粗飼料主体に

よる黒毛和種の育成技術についてはすでに多くの試験成績が報告されており、マニュアル

なども作成されている。粗飼料確保が十分な経営では粗飼料主体育成、その後の肥育仕上

げまで、粗飼料を十分に活用して高級肉を生産することも出来る。中山間地域の遊休農林

地や平地の遊休水田を活用した繁殖用和牛放牧が、牛肉自給率向上のための第１段階とな

る。第２段階、すなわち、肥育技術については穀物多給が前提になるが、代替飼料として

高エネルギーの各種食品副産物の活用を視野に入れた取り組みが大切である。牛肉自給率

向上の当面の重点戦略は繁殖用和牛の舌刈りによる国土保全を全面に出した地域振興がキ

ーワードとなる。 

 

６．八雲牧場における放牧牛肉生産の追究 

 

 肉用牛については脂肪交雑を重視した品種および飼育法が普及している。この主流の肉

用牛の生産において、放牧の復活が始まったのは繁殖経営である。したがって日本の肉用

牛生産様式は高級肉を 終生産物として目指したものであり、放牧導入はこの枠組みの中

で取り組まれている。このため、子牛価格は和牛の中では も高く、副業的小規模農家に

おいて子牛販売収入の比重は大きい。 近の小頭数の和牛放牧の復活も諸々の動機がある

にせよ、この高い子牛の市場価格もその理由の一つとして考えられる。したがって、現在

のところ、日本で自給飼料 100%の牛肉生産技術の普及性については十分な検討が必要であ

るが、今後、牛肉自由化が一層進展する状況下で、肉用牛の純粋種にこだわらず、風土適

応牛を選定し、放牧と貯蔵自給飼料だけで産肉性、枝肉特性、消費者と直結した販売・流

通ルートの開発まで、検討する意義は高いものと考えている。このような考え方に基づき、

北里大学八雲牧場では穀物飼料の給与を完全に取り止め、夏期は放牧のみで補助飼料無給

与、冬期は自家産貯蔵飼料のみで牛肉生産を開始し、これまでの多種類の肉用牛および交

雑種のデータから、風土に適応した交雑種を造成しつつある。以下にその取り組みの概要

を紹介する。 

 

１）穀物多給および自給飼料 100％で肥育した肉用牛品種の特性比較 

 穀物主体（以下「穀物型」という。）および夏放牧・冬牧場産貯蔵飼料のみの自給飼料

100％（以下「自給飼料型」という。）の二種類の肥育方法で各品種の発育成績を比較する

と、生時体重において、「穀物型」および「自給飼料型」で差が認められた品種はアバデ

ィーンアンガス種、交雑種は黒毛和種×日本短角種（ＢＮ）の２種類で、いずれも「自給

飼料型」のほうが大きかった。また、離乳時までの増体重は全ての品種において「自給飼

料型」が大きかった。 

 出荷日齢は、全ての品種において「自給飼料型」が長く、出荷体重および出荷時までの

D.G は「穀物主体型」が大きい傾向を示した。枝肉成績は BMS（脂肪交雑）、BCS（牛肉

の色）、BFS（脂肪の色）では全品種において「穀物主体型」が優れていた。ロース芯の

 



 

断面積やバラの厚さは、「穀物主体型」が大きく、皮下脂肪は、「自給飼料型」が 1.1～1.6cm
と薄かった。これらの結果より、日本短角種、外国種の純粋種やそれらの血統を有する交

雑種は、穀物飼料に依存した肥育方法よりも自給飼料を中心とした肥育方法で特性が発揮

されることがわかった。また、日本短角種やアバディーンアンガス種を母牛とし、黒毛和

種を父牛として生産した交雑種は自給飼料による肥育で優れた能力を示したことから、自

給飼料による牛肉生産が充分可能であると考えられた。 

 

２）品種選定および交雑種利用 

 自給飼料 100%の牛肉生産は、牧草などの飼料の品質特性から見て、自ずから赤肉生産を

目指すことになる。現在、八雲牧場では約 300 頭の肉牛を飼養しているが、繁殖用純粋種

は日本短角種、アバディーンアンガス種を主体にヘレフォード種、シャロレー種のほか、

黒毛和種も飼養している。出荷牛は交雑種が主体であるが、その品種の組み合わせは様々

である。今後とも雑種強勢を活用し、交雑種利用をすすめることにしているが、八雲牧場

に も適した肉牛品種の選定・交配計画が必要となった。これまでの多品種の肉牛の飼育

経験から、八雲牧場に適した牛については雑種利用を前提にすれば、以下の要件を満たす

交配計画を予定している。 

①粗飼料利用性に優れ、放牧適性の高い品種としては、これまでの八雲牧場における実績

から日本短角種、外国種ではアバディーンアンガス種やヘレフォード種が優れている。 

②放牧適性からみれば、泌乳能力に優れ、子育ての上手な品種が適しており、これには改

良の過程で乳用ショートホーン種の血が入った日本短角種が優れている。 

③雑種強勢は母の哺育能力、子牛の発育、育成率などに強く現れるので、一代雑種雌を母

畜として実用畜（コマーシャル）生産に供することが有利となる。交雑すれば必ず雑種強

勢が発現する品種の組み合わせが求められる。具体的には純粋種の日本短角種雌と皮下脂

肪厚が薄く、赤肉量の多い外国種（サラー種）との一代雑種雌を母畜として利用すること

にしている。 

④雑種強勢は一代雑種に現れるので、2 代目雌は肥育して出荷されるが、未経産雌牛を生

産資源として有効利用するために、肥育しながら 1 産させる 1 産取り肥育法を取り入れる。

穀物給与中心の１産取り肥育は、妊娠末期に過剰な脂肪がついて難産になり、失敗する例

が多いが、自給飼料 100%の牛肉生産の場合は過肥の問題はないので、難産問題は回避出来

ると考えている。また、地元レストランや地元精肉店へのフレッシュミートでの通年供給

には、１産取り肥育牛が適当ではないかと考えている。このように、自給飼料 100%の牛肉

生産は、これまで検討されてきた肥育技術のメリットを活用できることになる。 

 

３）放牧牛等の牛肉中の機能性成分に注目したマーケティング開発 

 放牧や粗飼料主体で生産した牛肉には、舎飼や濃厚飼料主体で生産した牛肉よりも共役

リノール酸（以下、ＣＬＡと呼ぶ）が多く含まれている。ＣＬＡには抗ガン活性のほか、

抗アレルギー、抗動脈硬化作用、体脂肪低減作用、増体促進作用、抗糖尿病および免疫機

能などに関与することが報告されている。しかしながら、現在のサシ中心の牛肉の価格体

系の下では、放牧牛等の牛肉価格は全体として低位な実態にある。他方、一部の牧場では

消費者の支持の下に、独自な流通ルートを開拓して放牧牛等の牛肉販売を行っている。そ

 



 

こで放牧牛について牛肉のＣＬＡ等の機能性成分をコンセプトとする新たなマーケティン

グ手法の開発について検討した。供試牛肉は北里大学八雲牧場で生産した自給飼料 100％
で肥育した肉用牛（以下「北里八雲牛」という）、および対照区として購入飼料で肥育さ

れた慣行肥育牛について、屠畜解体時の牛肉（ロース芯）および腎周囲脂肪を採取し、Ｃ

ＬＡ含量を測定した。北里八雲牛は合計 45 頭、慣行牛は合計 10 頭である。北里八雲牛の

ロース肉にはＣＬＡが慣行肥育牛のロース肉よりも多く含まれていた。今回、アンケート

調査を実施した首都圏の生協は、食品安全性や環境問題に対する組合員の意識は比較的高

い。現在の牛肉産直方式は、組合員に毎週配布される「商品案内」で行われているが、牛

肉企画数では主力商品の銘柄牛肉に比べて、「北里八雲牛」の企画数は毎週１回に限られ

ている。それも「切落し」「挽肉」が中心であるため、組合員の目にふれる機会が少ない。

このことは、アンケート回答者の 60％が、この牛肉の存在を知らず、15％しか過去に購入

経験がないという事実からも推察出来る。しかし、購入経験のない組合員でも、今回のア

ンケートにより「北里八雲牛」の存在を知ったことにより、この牛肉に対する関心を高め、

購入未経験者の 3 分の２が共同購入で注文したいと意識が変化した。さらに放牧牛肉のＣ

ＬＡについての情報伝達後には、組合員の関心はさらに高まり、購入経験者を含め、実に

8 割が購入の意思を示す結果となった。こうした調査結果は、消費者の購入意思に対する

情報の影響力の大きさを示すものだが、それだけに伝達される情報内容が十分に吟味され

なくてはならない。今回のアンケートでは、a.「北里八雲牛」が自給飼料 100％で夏放牧・

冬貯蔵飼料の自給飼料 100%で肥育された安全で信頼出来る牛肉であること、b.「北里八雲

牛」に代表される放牧牛が、機能性成分を有し、健康によい牛肉であること、を分かりや

すく説明したことが、消費者（回答者）にプラスの影響を与え、購入意思を飛躍的に高め

る結果になったと思われる。 

 ＢＳＥ問題と米国産牛肉の輸入再開問題で高まった消費者の安全・安心意識を、さらに

健全な方向に誘導していくためにも、自給飼料を活用した自然循環的畜産の振興に努め、

こうした生産者を支える消費者を増やすための啓蒙活動の推進が大切であろう。また、こ

うした考え方に基づいたマーケティング開発は、消費者の健康ニーズを掘り起こすうえで、

非常に効果的であることが推察された。 

 

７．自給飼料適合肉用牛の性能を発揮させるため 

 

 多くの国民が自然との共生や暮らしの豊かさ、食べ物の安全性等に関心を寄せている。

この要請に答え、わが国における食の安全性を確保し、環境と共生した畜産の構築のため

には自給飼料適合肉用牛の開発が必要である。そのためには、遺伝子→細胞→個体→群→

集団→地域への普及定着といった従来型の畜産技術の研究方法から、ヒトの健康（生命）

―環境―資源の相互関連の解明を基本とした循環型畜産研究へ大きく転換することが求め

られる。具体的には以下の課題と関連させながら自給飼料適合肉用牛の性能を発揮させる

技術開発を考えている。 

①地域内資源循環系の確立（完熟堆肥の利用技術、地力増進のための作付け体系技術 

②薬物投与を極力抑えるための家畜衛生管理技術 

③家畜の抗病性を高める飼養管理技術 

 



 

④牛感染症の清浄化 

⑤牛肉の安全性・機能性成分の評価 

⑥美味しい牛肉の貯蔵・加工・調理法の開発 

⑦多様な販売ルートの構築（マーケッティング手法の開発） 

 以上の個別技術を生産システムの中で、総合化を図りながら推進することにしている。 

 

おわりに 

 

 牛乳が販売収入の大半を占める放牧酪農は日々の搾乳作業を伴うため、まとまった広い

土地の確保が必要であり、それは山地と言えども容易ではない、多額の資金もいる。

仮に取得できても経営確立まで相当な時間を有する（山地酪農では十数年）。この間、

経済的にも精神的にも大きな負担を覚悟しなければならない。当然、仲間や周りの支

えが必要である。しかし、一旦経営が確立されれば永続的に安定経営が可能である。

自然に順応し、マイペースでのんびりと生きたい人は山地酪農、しかし、なかなか普

及しない。一方、舎飼酪農と遜色ない、場合によってはそれを上回る収益を上げたい

人は集約放牧酪農、この中間タイプの放牧酪農もある。 

 牛肉生産は日本の食文化に定着した優良和牛（黒毛和種）繁殖用雌牛による環境保全型

放牧の推進からスタートし、次の目標は、放牧育成牛の産肉特性を生かした肥育技術の開

発となる。さらに自給飼料適合牛の開発による国土資源を利用した新たなる肉牛生産へ挑

戦すべきである。それぞれの風土を活かした安全・安心な牛肉生産の取り組み。こういっ

た取り組みを広く、国民・消費者に開示し、わが国の大家畜畜産の復権に大きく貢献する

ことを期待する。 

 

 



｢中山間地域における日本型放牧による地域再生について｣ 

 

近畿中国四国農業研究センター 畜産草地部 

土肥宏志 

 

 中山間地域において過疎化及び高齢化が急速に進行し、地域社会の維持存続が困難な状

況にあるなか、この地域活性化を図るため畜産、特に、放牧の活用が注目を集めています。

また、我が国の土地条件や自然条件に適応する放牧技術や、家畜の能力を活かすことがで

きる放牧技術である｢日本型放牧｣について研究や普及への取り組みが行われています。｢日

本型放牧｣の分類は、時間の経過とともに移り変わっていますが、①集約放牧、②公共牧場、

③牧野と組み合わせ水田等も利用する周年放牧、④遊休地や棚田における放牧、⑤シバ利

用の低投入持続型、⑥林地を利用する混牧林等に分類されとしています。しかし、放牧自

体が組み合わせ的な技術であり、単純に上記のように分類できない場合が多く見られます。

中山間地域において、活用が期待できるものとしては、主に④遊休地や棚田における放牧、

⑤シバ利用の低投入持続型、⑥林地を利用する混牧林等が考えられます。 

 中山間地域の放牧による畜産的利用は、①畜産経営の改善、②環境と調和した飼料自給

率の高い畜産の確立、③耕作放棄地の解消と美観の形成、④農地資源の省力的管理、⑤鳥

獣害の被害防止効果などを通して、農村居住環境の改善や農家の営農意欲の回復など地域

活力の向上に寄与することが期待されています。これまでの中山間地における放牧のメリ

ットとして、①から④までの研究報告等はありますが、⑤鳥獣害の被害防止効果について

の研究報告は少ないことから、本講演では、放牧による鳥獣害（イノシシ）被害防止を中

心に話すこととしました。 

以前より、ウシの放牧地の近くにはイノシシの被害が少ないという話が農家の方などか

らあり、これを実証するため、滋賀県農業技術振興センター湖北分場、滋賀県畜産技術振

興センターおよび滋賀県立大学が協力して、イノシシのすみかとなっている山と田畑の間

にウシの放牧地という大きな空間（放牧ゾーニング）を設けることで、イノシシの侵入を

防止しようという研究を行っています（図 1）。この研究結果は、イノシシが侵入経路とし

て放牧地を避けるようになり、イノシシによる農作物被害も減少することを示しています

（図 2）。 

 

 

 

 



 

  

図1 放牧ｿﾞｰﾆﾝｸﾞのしくみ（滋賀県農業技術振興センター湖北分場より） 

 

 

 

  

 

 

放 牧 前 放 牧 後 
図2 放牧前後の農地被害状況（滋賀県農業技術振興センター湖北分場より） 

被害農地 獣道 放牧地 ヌタ場



しかし、なぜウシを放牧するとイノシシ侵入に対し牽制の効果があるのかは不明でした

ので、ウシのそのものに対するイノシシ拒否反応を調べるため、近畿中国四国農業研究セ

ンター・地域基盤部・鳥獣害研究室では、ウシとイノシシとの対面試験という研究を行い

ました（図 3）。柵越しに一定時間イノシシとウシとが対面できるようにし、対面時のイノ

シシの行動を観察したところ、ウシの存在を意識して探査（視る・嗅ぐ）する行動がわず

かに見られる程度で、警戒、逃避などの拒否反応は観察されませんでした。 

 

図 3 ウシとイノシシとの対面試験（近畿中国四国農業研究センター鳥獣害研究室 

また、近畿中国四国農業研究センター・畜産草地部・草地飼料作物研究室では、耕作放

棄

 

竹内主研より） 

 

地におけるウシの放牧導入による環境の変化、特に、ススキおよびクズなどの植物の種

類や量の変化とイノシシの牽制効果の関係について研究を行いました。その結果、放牧導

入前におけるイノシシ掘り返し跡に最も近い位置にある植物の 93.5％はクズであり、放牧

を開始した後には、主要構成植物であるススキおよびクズはウシの採食により急速に衰退

し、イノシシによる新たな掘り返し跡も認められなくなることが示されました（図４）。 



 

 

 

図 4 放牧導入によるイノシシの掘り返し跡の変化（畜産草地研究所山地草地研究

れらの結果は、ウシの存在自体にイノシシの牽制効果は認められないが、耕作放棄地

で

室井出室長より） 

 

こ

の放牧では、人やの出現に加え、イノシシから「食料（クズ）」と「隠れ場所（ススキ）」

を奪うことにより、イノシシの牽制に一定の効果があることを示しています。平成 15 年度

における管内の野生獣による農作物被害額は 36 億円に及び、中でもイノシシによる被害が

深刻です（鳥獣害におけるイノシシの割合は、全国 25％に対して管内では 46％を占める）。

こうした獣害は営農意欲を低下させ、離農や離村を誘発しています。中山間地域における

放牧による地域再生を目指し、今後とも、ウシの放牧によるイノシシの農作物被害防止に

関する研究を推進することが望まれます。 

 



 
 

耕作放棄地を活用した山口型放牧技術の確立と推進体制の構築 

－いつでも、どこでも、だれでも、簡単に(山口型放牧)－ 
                         

       山口県畜産試験場 澤井利幸、米屋宏志、森重祐子 
                    恵本茂樹、安部康人、大城健一郎 
 
 山口県においては、水田の耕作放棄面積が昭和 60 年の 1,663ha から平成 12
年には 3,375ha と２倍に増加し、また肉用牛飼養農家が昭和 60 年の 3,853 戸か

ら平成 14 年の 1,026 戸と減少してきている。 
 このため、平成元年から牛舎周辺の耕作放棄地に肉用牛繁殖雌牛を放牧する、

省力化と同時に農用地の保全と景観維持をねらった｢水田放牧｣に取り組んでき

た。当初は、棚田や急傾斜地の耕作放棄地に、放牧地としての土地造成を行わ

ず、従来の固定牧柵を活用し、低コストで省力的な飼養管理を行うものであっ

た。 
 更に、平坦地を含めた耕作放棄地の解消を図るため、平成 12 年から電気牧柵

を利用して簡易に移動可能な放牧施設を配置し、移動放牧の飼養管理技術体系

を確立した。 
 この移動放牧技術を現地に普及するため、平成 13 年に山口県畜産試験場の放

牧牛を農家に貸し出す制度を創設し、県下８農林事務所と連携し、農家、指導

者、地域住人等を対象に各地で移動放牧技術の現地実証研修会を実施した。こ

の移動放牧方式は、設置が容易な電気牧柵を利用することに加えて、放牧牛や

放牧施設のレンタル制度を活用できることから、畜産農家以外でも安心して取

り組むことができることとなった。 
  耕作放棄地への放牧を推進するに当たり、畜産試験場、県出先機関、市町村、

農業協同組合等の指導機関の役割分担を明確化し、｢いつでも｣｢どこでも｣｢だれ

でも｣｢簡単に｣放牧が実施できる山口型放牧の推進体制を構築するとともに、畜

産試験場が、現地で放牧する上での課題解決に迅速に対応するほか、耕作放棄

地への放牧マニュアルの作成、放牧未経験牛である農家の舎飼牛を預かる放牧

馴致、放牧による環境への影響(水質検査)や有害な植物の調査等を実施する等重

要な役割を果たした。 
 また、平成 15 年には、農村景観と農地保全を図ることを目的とした山口型放

牧研究会を設立(会員：246 名)し、現地研修会や放牧シンポジウムを開催した。 
  この結果、耕作放棄地の放牧利用が平成 16 年度 136ha に達し、中でも移動

放牧が、平成 13 年度の 9.1ha から、平成 16 年度の 66.7ha へと拡大した。放牧

実施者も畜産農家だけでなく、耕種農家、中山間地域直接支払制度の活用集落、

自治会等で幅広く実施されるようになった。 
 この結果、肉用牛の増頭効果が認められ、また、集落の景観保全に加えてイ

ノシシ等の害獣被害の低減傾向や周辺住人への｢癒し｣効果等の放牧の持つ多面

的機能が認められるようになった。 
 



（参考資料） 
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「６０年間農業に携わって感じたこと」 
－常識という地平線を越えてみませんか－ 

木次乳業有限会社 相談役 佐藤忠吉 
 

１．自給と相互扶助を実現していた戦前の村 
木次町で百姓のせがれとして生まれる。自由経済の激動期で、農村は疲弊困ぱいを極め

ていたが、苦楽の大部分を集落で共有し、遊びも福祉も教育も時には裁きさえも地域内で

自給される状況の中で育つ。 
 

２．牛の病気を通して近代農業の歪みをさとる 
１９５０年代に農業基本法が制定され、日本経済の戦後復興が始まり、農業の工業化が

推進される。 
 

速効性・利便性の反面、近代農業で作った牧草により牛に繁殖障害等がおこるという

代償を払うこととなる。 
→ 自然に育った草を主体にした飼育方法で牛の健康を取り戻す。 

 
                     ↓ 

これが、“近代農業から今で言う有機農業に回帰するきっかけ”と、 
‘自然に対する考えの甘さ加減の反省’となる。 

 
３．商品としての“食品”から風土に根ざした“食べもの”へ 

１９７２年「木次有機農業研究会」の結成 
「木次緑と健康を育てる会」(町農業委員会、町農協、有機農業研究会)の結成 

…実体験を経て各種の試をくり返す。 
 

＊研究会での議論＊ 
   生を全うする基礎＝『つくり出す者』生産者の健康 

そのためには、自己の生活を自足することから、本当のいのちを養うに足るものの

生産が始まる。そこから、域内交換に発展し、自給自足が芽生える。すべてを地域で

まかなうことが理想である。 
 

地域自給を考えるもっとも重要なことは、 
‘地域に根ざした自己完結型の農業’‘戦前まで伝承されてきた在来農法’ 

をもっと検討し直す姿勢をとり、再現してみること。 



４．パスチャライズ牛乳の製造開始と日本型酪農の模索 
１９７８年 日本で初めて「パスチャライズ牛乳」の名称で発売 
１９７９年 ナチュラルチーズの開発着手 

…県内外の各種団体と交流 
                    ↓ 

その中で、酪農における牛の健康は、環境(特にその土地の水土)に影響されることが 
分かった。 

                    ↓ 
そして‘土地の環境に順応するように系統繁殖をする’とか、‘放牧に適したブラウン  

スイス牛を導入する’とかし、‘小型複合経営で、自給自足する農家の集まり’となる。 
 

５．提携運動の拡大とモノカルチャー化とのジレンマ 
  
パスチャライズ牛乳の生産量は 
・多くの都市の消費者グループと提携 
・「食」「生き方」の全体的な見直しを考えている人々とのつながりが 

年々拡大していく。 
＜問題点＞ 
・木次乳業の組織構成の理念「管理されず、管理せず」の方針が危うくなる。 
大きな組織は管理技術を必要とする分、共同性を失う。 

・「地域自給」という方向に逆行。 
 

                     ↓ 
 

１９８８年 生産者と消費者の会合 テーマ「地域自給の確立」. 
→‘身の回りからの自給’をまず手がけるという方向性が示される。 
 

６．６０億人のひとりとして６０億分の１の生活を 
有機循環的な営為に必要な条件は整えられてきている。これをいかに組み合わせ、何を

作り出すかの方法論の段階である。 
 
世界人口６０億人の１人として、６０億分の１の生活を目指し、再生可能な資源を享受

できる範囲での自足の生活を一人ひとりがすることによって初めて、安定したよりよい自

然環境の中での生活がなされると思う。 
 

７．「食の杜」の開設 
次世代へあるべき姿即ち心の時代の具体的な事例として子供たちに示すため、形あるも

のとして「食の杜」や室山農園を開設した。 



木次有機農業創立までの一般状況 
(ただし、乏しい記憶によるので間違いが多いが概念として) 

 
S．２２ 戦前の農民の自主的な組織産業組合は、占領軍の命により協同組合法で農会と合 

併し官僚的となる 
S．   一部県連が破産状態に陥る 
S．   一楽照男全中常務により、農産物の販売委託を農民より農協が受ける 
S．   それ以来食糧法、牛乳不足払い制度等も併せ、農民の自主独立的気概が失われる 
S．２３ 天野慶之先生『５色の毒』なる本を刊行(国家公務員) 
S．２５ 村は引揚者・復員軍人・疎開者で人口が増え農村型国家であった 
S．２５ 朝鮮戦争の特需により、人口は急激に都市に流れ都市型国家に変質していく 
S．２５ 食糧不足から自給可能になる 
S．２８ 村の産業米、和牛、薪炭、和紙にかげりがみえる 
S．２８ 組織革命、燃料革命に入る 
S．２８ 農薬がボツボツ出現する 
S．２８ 小型耕転機、テーラーなるものが出現する 
S．２８ 農業の工業化、機械化 
S．２８ 都市型国家になり、農政は消費者対策のために重点が移る 
S．２８ 安価安定的に食料の都市供給のための農業基本法の制定審議会の話がでる 
S．２８ 作目の選択的拡大、産地化、大量流通、大量消費、生命産業であるはずの農業は 

食品という商品のもの作りに変質していく 
 
 

参 考 著 書 
１９８５  牛乳論   桜田 豊著 
１９８７  地域自給と農の論理   国民生活センター編 
１９８７  酪農哲学  鈴木 茂著 
１９９０  農業は再建できる  飯沼二郎著 
１９９４  魂の点火者  福沢宣明著 
１９９７  ホロニックシティへの行脚 
       藤井輝彦著（昨年県商工会議所と大阪在住県出身者経済人との会の講演内容） 
１９９７  日本の牛乳はなぜまずいか  平沢正夫著 
１９９８  魂の点火者続 福沢宣明著 
１９９９  高齢社会への挑戦 山根洋右、塩飽印憲偏著 
 



  
地域内自給をめざす「ゆるやかな共同体」  

「人としてこの土地でどう生きるのか。農はそのための大切な手段」  
 

－島根県・木次乳業（有） 相談役・佐藤忠吉－  
（農業協同組合新聞記事）  

 
 日本の農業、農村は過疎化、高齢化が進行し厳しい状況にある。しかし、農は

この日本列島で人が生き続けていく限り欠かすことのできない営みだ。実際、こ

の列島の各地で智恵とエネルギーを出して次世代へ農をつなげていこうとして

いる元気な人々がいる。その土地に根ざし、まさに、どっこい生きている、とい

う農業者たち。シリーズではそんな元気な「ニッポンの農人」たちの姿から明日

への力の源泉を探っていきたい。  
  

島根県雲南市の木次乳業（有）の創業者で現在は相談役の佐藤忠吉さんを訪ね

た。戦後のムラと農業の変遷を見つめつづけ、今も仲間とともに未来をみつめる、

生涯現役の「百姓」である。  
 
破壊と創造の繰り返しから  

 奥出雲の山道を車で走る。  
 といっても運転席にいるのは私ではない。大正９年生まれ、今年８５歳の佐藤

忠吉さんがステアリングを握っている。走る、というより飛ばすといったほうが

いいかもしれない。  
 痩身に白の半そでワイシャツ姿。今もこうして牧場、仲間の農場や企業、そし

て自身が創業した木次乳業（有）を回る。出会う人に渡す名刺の肩書きは社長時

代から「百姓」だ。  
 佐藤さんはその百姓として有機農業や山地酪農、農と商工の連携など、長年、

リーダーとして農村を引っ張ってきた。このシリーズにあたってその実践の道の

りと提言を聞かせてほしいのだ、と言うと「私一人じゃない。この地域全体でや

ってきたこと」とぴしゃり。  
 「破壊と創造の繰り返し。その時代の常識から見れば非常識で周りからは笑わ

れ、さげすまれた。しかし、その度合いが大きければ大きいほど、１０年先には

大きな成果があるんだと思っていました」  
 
 農民の自立へ未来志向の農業  
 車で案内されたのが、木次乳業直営の日登（ひのぼり）牧場。もともとは有機

農業の実践農家が集まり平成元年に開設した。  
 目指したのは「脱」穀物型の畜産だ。里山で山地酪農が行われている。そのた

めに日本で初めて乳牛としてブラウン・スイス牛を導入した。朝、搾乳を終えて

牛舎を出た牛は山で草を食みながら夕刻まで過ごす。  



 「輸入した穀物に頼る酪農がこれからも続けられるのか。輸入するにも金がな

くてはどうする。そのときにも自給できる酪農をやろう」。  
 まだ飼料の完全な自給を達成していないが、ブラウン・スイス牛乳として販売。

山地酪農が２１世紀の持続的な酪農の姿であることをパッケージに表記し関西

の消費者から支持されている。  
 もうひとつこの牧場で目指したのが障害者と老人の共同就業の場を作り出す

ことだった。  
 共同就業の場づくりは、佐藤さんより２０歳年下で佐藤家で農業を研修し若い

ころからともに農と地域での暮らしのあり方を考えてきた大坂貞利氏だった。  
 「生まれてきたからには存在する意味が必ずある」との大坂氏の信念を佐藤さ

んは「人にはそれぞれ役割がある」と考えてこの牧場を開設した。  
 どんな農業にするかだけではなく、その土地でどう生きるかを考えてきた佐藤

さんたちの姿勢がよく表れている。現在も共同就業の場をめざす。  
 この日登牧場は大坂氏が中心となって経営していた。が、残念なことに１１年

前に牧場で農作業中の事故で急死してしまう。大坂氏の死は佐藤さんはもちろん、

地域の人々に大きな衝撃を与えた。  
 なぜなら、木次で有機農業や健康な食づくりへの取り組みにみなが真剣になっ

たきっかけは、昭和３０年代に大坂氏が鋭く指摘した一連の人と自然の異変にあ

ったからだ。  
 
 常に先見性を持ち続けること  
 昭和２１年に戦地から復員した佐藤さんは３０年に６人の同志ともに牛乳の

製造販売まで手がける酪農を始める。これが木次乳業のスタートで、単なる食材

の生産では農民が自立できないと、加工・販売まで取り組むべきという発想をし

た。  
 しかし、昭和３５年ごろになると飼っている乳牛の挙動が不安定になったり繁

殖障害が出るなど異変がみられるようになった。それは硝酸イオン中毒で、大坂

氏は佐藤さんに化学肥料による牧草栽培が原因ではないかと指摘した。  
 牧草は自然栽培に戻すが、４０年に今度は田の畦草を食べた牛に瞳孔の異常が

発見された。それは農薬が誤ってかかった畦草だったと大坂氏が知らせる。さら

に牛乳だけではなく、人間の母乳にも影響があることを医師の警告で知る。  
 近代農業を初めて５，６年の間に起きたこうした異変から今で言う有機農業へ

の転換を考えるようになる。農協ＤＤＴ、ＢＨＣの販売を取りやめ町全体でも使

用を禁止した。  
 佐藤さんはそのころのことを社報に「私たちが何げなくやっていた近代農法は、

人の心の弱点に付け入った都市の都合。農民の主体性、自主性を棄てさせるもの

ではなかったか」と書いている。  
 近代農法の「破壊」は当時まだ公害問題などが指摘されていない時代だったこ

とを思えば先見性のある取り組みだったといえるが、実は本当の先見性は故大坂

氏と議論しながら、農民の主体性を「創造」するものとして、有機農法への取り



組みを始めたことではなかったか。その有機農法の考え方とは、「モノを売って

媚びるのではなく、まず自分たちが健康に生きることをまっとうするために食べ

物をつくることから始める」である。  
 昭和５３年に日本で初めて低温殺菌牛乳（パスチャライズ牛乳）を販売し、学

校給食への供給を実現したのも、その土地で生産されたものを生で近い姿で届け

ようという考えからである。  
 そこには単なる乳業メーカーというよりも「農民として次の世代へ胸を張って

つなぐことができる行き方を示す集団」（社報より）との考えがある。牛乳も「生

き方を考えるための素材」であり、その販売とは「それを作り出す方法も含めて

世に送り出す」（同）ことだという。  
 そんな考え方からすると、昨今の“消費者ニーズに即した生産”について「本

来は農民が自己体験のなかから、何をどう食べるか、何を生産するかを考えるべ

きなのに、今の農業は都市のご機嫌とり農業になっていませんか」と手厳しい。 
 
 共同のあり方地域全体の課題  
 こうして佐藤さん自身、何度も病気にかかったこともあって、「自分の目の届

くところから食べる」ことで健康に生きることをめざし、木次有機農業研究会を

立ち上げるなど、昭和５０年代から地域内自給にも取り組むようになる。酪農経

営も地域で自己完結できる「小農複合経営」をめざした。今も木次乳業に出荷す

る酪農家は３０頭から４０頭程度の規模である。  
 そして地域内自給から域内共同へといたるのである。その考え方はこうだ。  
 地域の農家が自己の生活を自足するように生産を始めても、自給度を高めよう

とすれば、個人の力の小ささや限界に気づき、どうしても共同することが必要に

なる－－ここから「ゆるやかな共同体」という発想が生まれることになった。  
 今回訪ねた「食の杜」はその「ゆるやかな共同体」の姿が集約された場所だ。 
 開設されたのは、平成９年。ここは山間部の荒れた農地を生産者や消費者、研

究者、医療関係者など職業も年齢も超えた人々が基金を出し合って自分たちの農

場にしたいとの思いで買い取ったのが始まり。  
 茅葺屋根の築１００年以上の農家も移築してメンバーが交流できる場にした。

現在は生産法人室山農園として、さまざまな人が農に携わる農場づくりを最初に

提唱した地元の田中利男さんを中心に１４人が野菜や果物をつくっている。新規

就農者や養護施設の生徒らもメンバーになっている。  
 ここに次々と農・商・工が連携した施設が集まって１１年に現在の施設になる。

集まったのは、雲南地方の農家と商工業者が手を結び農家がこだわりを持ってつ

くった農産物の加工品などを共同で販売する「風土プラン」のほか、目の前のブ

ドウ園で実ったブドウからワインを作るワイナリー「奥出雲葡萄園」や、脱サラ

ではじめた豆腐屋さんやパン屋さんなどだ。レストランでは農園で作った野菜、

ブラウン・スイス種の肉、木次乳業のチーズなどが味わえる。  
 また、ネットワークづくりでは、百姓の意地で世界をあっと言わせるアイスク

リームをつくろう、組合員のための農協でなければ意味がない、とＪＡ雲南に話



を持ちかけスーパープレミアムアイスを提携してつくってもいる。佐藤さんは

「フランス料理のフルコースまで自給できるようになった」と言う。  
 
 活性化ではなく沈静化こそ村に  
 ネットワークを広げ、維持していくその要の人物といえば、強力な自己発信が

必要ではないか、と聞くと「そんな構えたものじゃありません。自己アピールほ

どいやなものはない。必要に応じて人は出てくるし、その範囲でやればいいんで

す」  
 ゆるやかな共同体とは、自分も不完全だし、相手も不完全だと認めることから

始まるという。だから、規約、きまりごとなどあまり決めない。  
 「発展というよりも時代の変化に応じていくということです。変化するものに

定款などいらないでしょう」。社長時代は管理されず管理せずが方針だった。  
 ただし、繰り返し強調するのが「まず自分で実践すること」だ。これは篤農家

だった父の姿から受け継いだことだという。  
 「おやじは必ず自分の畑に試験的に新しい種を播くなど常に新しいことをやろ

うとしていた。百姓は身についたものが知識。頭で考えたことなど正月の計画と

同じ、と言われて育った」。  
 今のネットワークづくりからもそれが分かる。たとえば室山農園の代表、田中

さんは平飼いをする養鶏農家だが、有機農業の実践のなかで最初に平飼いを試み

たのは佐藤さんだ。それが可能になったところで田中さんに提案した。今、もう

ひとりの仲間と平飼いと餌などにこだわった有精卵を販売しているが、これを木

次乳業に出荷、牛乳の販売先に一緒に届けてもらうことで経営も成り立たせてい

るのだ。奥出雲葡萄園ももともとは佐藤さんが試験的に山ぶどう栽培したことが

きっかけになって立ち上がったものである。  
 「有機農業とは農業だけでなく人の有機的なつながりもつくりだすことです」

と田中さん。また、１２年前から日登牧場で働く非農家出身の有馬みや子さんは

「ここに来て分かったのはみんなが自立して共存、助け合う地域だということで

す」と話す。  
 
 考えること、生きること  
 ところが、こうした地域に居て佐藤さんはかつて「ムラには活性化ではなく沈

静化こそが必要だ」と厳しく批判した。  
 この国で地方の活性化が叫ばれはじめた１０年以上前のことだ。  
 その真意は「活性化といっても人として生きるための活性化ならいい。しかし

叫んでいる人はみな経済のことばかり。こっちのムラが良くなれば隣のムラはだ

めになる。生きる気迫もないなかで何が活性化か」だ。  
 平成５年、町は品格ある簡素な村づくりを提唱した。佐藤さんたちの考え方が

反映されている。  
 組織は大きくはしないし、作物の反収も牧場の乳量も平均以下でいいというの

も基本的な思想だ。それが本当の食べ物をつくる生産の姿だと考えている。木次



乳業の社員は５０名ほどである。  
 佐藤さんの口からは農民の自主自立という言葉が幾度となく出てくる。だから、

有機農業と言いながらも国の勧める認証制度について「基準がなければ国際競争

に負けるというが、農家はその土地土地で自主独立して農業をするもの。行政に

言われて動くようでは本当の食べ物は見えない」と批判する。  
 こういう指摘を聞くと、「ゆるやかな共同体」とは、ひょっとするとかなりき

ついことかもしれないと思う。それぞれが考え自立していなければならないから

だ。  
 「人としてこの土地でどう生きるかが第一。その手段として酪農も乳業もある。

自分の足で立とうということです」。  
 生涯現役の百姓、佐藤忠吉さんのメッセージである。  

 



多様性を生かし共益を追求 －佐藤忠吉さんの思策と実践－ 
 

東京大学名誉教授 今村 奈良臣  
 
 今年、８５歳になられた佐藤忠吉さんが、今なお、かくしゃくとして智恵とパワー

を発揮されているが、その源泉と原点は何か。私なりに、これまでの長いおつき合い

を通して考えてみた。大胆に３点で集約できると思う。  
 第１、空間軸と時間軸という２つの基本軸を常に踏まえて思索し行動していること

である。空間軸は木次町という地域だけでなく、世界、欧米、アジア、日本を常に視

野において考えている。北欧の農業視察にも行かれているし、ブラウン・スイスはカ

ナダから入れてくるし、中国との交流もするし、日本各地の消費者たちを友人に持っ

ている。時間軸の視点もたしかなものを持っている。表層的な近代農業技術や農業政

策への批判的観察眼、高度成長時代の地域農民の行動様式への観察力、そしてそれら

の上に立った５年先、１０年先の展望の提示など、本誌リポートからうかがい知るこ

とができよう。 
 第２、かねてより、私の信条としてきたことは、「多様性の中にこそ真に強靱な活力

が育まれる。画一化の中からは弱体性しか生まれてこない」ということであった。佐

藤忠吉さんは、この私の考え方の先を行っているように思う。すなわち、「多様性を生

かすのがネット・ワークである」という考えのもとに多彩な実践を進めてこられてい

るように思う。木次乳業にしろ、奥出雲葡萄園にしろ、室山農園にしろ、多様性を生

かすネット・ワークででき上がっている。 
 １人１人ではできないことを、それぞれ多彩な個性を持った人材をつなぎ合わせる

中から、明日を切り拓くエネルギーと展望を見出しているのである。 
 第３、「共益の追求を通して、私益と公益の極大化をめざそう」この思想が佐藤忠吉

さんのいま１つのバック・ボーンにあるように思われる。佐藤さんはつねづね、「ゆる

やかな共同体」ということを強調されてこられた。私なりにその思想を受け止めるな

らば、「共益の追求」ということになると思う。 
 木次乳業にしろ、室山農園にしろ、風土プランにしろ、奥出雲葡萄園にしろ、それ

らの経営体、企業体が大きな利潤を上げるのを目的として設立、運営されているので

はない。 
 そこで働く人々、そこへ原料を出荷する人々、そこへ参画して地場産業を興そうと

している人々－－こういう人々のフトコロを温めるためにあるように思う。つまり「共

益の追求を通して私益の極大化」をねらいとしているように思う。さらに、こういう

企業体が全国の消費者に喜んで買ってもらえる－－つまり「共益の追求を通して公益

の極大化」をねらいとしているのである。 
 私なりに佐藤忠吉さんの思索と実践を３点に大胆に整理してみたが、全国各地の皆

さんも、こういう視点から改めて考えていただきたいと思う。 



富山県立山町における水田放牧の取り組み事例 

富山県農業普及指導センター 園芸畜産課 主任 佐丸郁雄 

 

● 取り組みの概要 

富山県立山町は、常願寺川扇状地と弥陀ヶ

原・立山・後立山連峰の間に位置し、立山黒

部アルペンルート観光の玄関口として豊かな

自然と農村地帯が広がっています。また、昔

から繁殖・肥育和牛の飼育が盛んであり、県

内では立山牛の名前で親しまれてきました。 

（写真１）放牧前の横江地区（Ｈ14）

しかし、立山町横江地区では、近年、農業

者の高齢化等から休耕田が増加し、長年の不

作付けにより、カヤなどが優占するとともに

低木が入り込むなど、荒廃が進行していまし

た。また、町内の和牛繁殖農家も牛肉自由化

などにより、一層の低コスト化と労働力の軽

減が必要となっていました。（写真１） 
 

このため、農村の景観保全と畜産の省力低コスト化の観点からも未利用圃場に生

育するカヤなどを草資源として有効に活用するための手法が模索される中で、平成

14 年に初めて、町、普及センター、家畜保健衛生所など関係者が仲介し、地元耕種

農家と町内肉用牛農家の話し合いがなされました。 

当初、県内では他に水田での放牧事例がまったく無く、地元耕種農家の不安が大

きかったため、関係者が他県の事例や放牧方法等を示して説明し、放牧を了解して

もらうよう説得を行いました。 
  

 その結果、平成 14 年の秋に、試験的な取り組みとして、不耕作地約１ha の圃場周

囲に牧柵（有刺鉄線と電気牧柵の二重張り）を設置するとともに、給水設備等を設

け、繁殖和牛３頭の放牧を実施しました。 

放牧した牛は、町の牧場で放牧経験のある妊娠中の繁殖和牛で、事前にﾋﾟﾛﾌﾟﾗｽﾞﾏ

やＯ157 等の県家畜保健衛生所が衛生検査を行い健康状態が良好であることを確認

しました。 

牛は放牧後、電気牧柵にすぐ馴れ、当初心配した脱柵等の事故はありませんでし

た。また、健康状態は終始良好でした。給与飼料は自生のカヤや下草の採食で充分

であり、フスマ等の補助飼料の給与はほとんど必要ありませんでした。 

日常管理は、立山町肉牛農家５名で構成する立山放牧組合が行い、実際の管理と

しては給水状況や牛の健康状況を確認することが主体でした。 

 下牧時には、カヤの葉や雑草がほぼ食べ尽くされ、踏圧により株が小さくなるな

ど景観の改善にも大きな効果がありました。なお、畜産環境汚染の問題も発生しま

せんでした。 

 また、副次的な効果として、放牧後周辺の野猿の姿が見えなくなったことから、

獣害対策としての効果も期待できました。 

一方、問題点としては有刺鉄線の設置に労力を要したこと、硬化したカヤの茎部

は牛が採食しなかったこと、蹄圧により畦畔の一部が崩壊したことなどが挙げられ

ますが、全体としての感触は概ね良好でした。 

 平成 14 年度は、試験的な実施であり脱柵防止のため有刺鉄線と電気牧柵（三段）

の二重張りとしましたが、通常は電気牧柵だけで放牧可能であり、1ha の面積であれ

ば柵の設置に 2～3人で約半日、施設コストも 30 万程度と、労力及び経費面からも、



十分普及可能な技術であることが実証されました。 

このため平成 15 年度は、5月中旬から、同

地区で面積を 4ha に拡大するとともに、立山

町野村地区の転作田において電気牧柵のみに

よる放牧実証を行いました。（写真２) 

（写真２）転作田での放牧（Ｈ15 野村地

 

更に平成 16 年度には、地域水田農業ビジョ

ンに水田放牧を位置付け、従来の地区の面積

拡大に加え、新たに立山町目桑地区で耕種農

家が中心となった放牧にも取り組みました。

これにより、水田放牧の全面積は 8ha となり

ました。また、立山町以外にも当技術が波及

し、氷見市において耕種農家が水田放牧に取

り組み、新規畜産農家が誕生しました。 

なお、3 年間放牧を継続した横江地区においては、カヤ株等のほとんどが消滅し、

荒廃地が農地として再利用できる程の状態までに復元されました。（写真３、４） 

（写真３）放牧中の横江地区（Ｈ16） （写真４）放牧後の横江地区（Ｈ16）

 

● 今後の展開 

 耕作放棄地は雑草種子生産の場や病虫害の温床となり、それ自体が景観を損ねる

原因となります。しかも、更に大きな社会的影響としては、農家の農業生産に対す

る活気が無くなり集落機能が停滞することが上げられます。畜産サイドでも高齢化

や環境問題などにより経営の縮小や中止が表面化しています。  

 その双方の問題点を解消する対策の一つとして、荒廃水田を活用した小規模放牧

の活用を推進するとともに、地域水田農業ビジョンの中で農地を有効に活用するこ

とにより、県内和牛繁殖基盤を拡大していきたいと考えています。 

 また、最近では、子供たちが牛（特に和牛）を見る機会はほとんどないため、町

内外から、子供連れが牛を見るため多数訪れました。このため、今後は、子供達に

放牧されている牛を観察させたり、地場産の牛肉を食べさせるなど、命と食のかか

わりを気づかせるような体験を与える場所を提供していくことも重要と考えられま

す。 

 今後、本県において水田等における放牧を推進していくためには、放牧実証事例

を増やし耕種農家の放牧に対する偏見を軽減するとともに、安心して放牧を実施で

きるような体制や指針作りが必要です。更に、放牧面積を拡大していくためには、

放牧可能な繁殖和牛と管理者の確保も重要です。 

 いずれにしても、景観維持、労力やコスト、生き甲斐対策など種々の要因を総合

的に検討しながら、この技術を積極的に取り入れていきたいと考えています。 



（参考資料）  

 

１．対象の概要 

対   象 構成戸数 概 要 等 

(1)畜産農家 立山放牧組合  ５戸 立山町和牛繁殖農家等。 

城前牧場で 20 年近い放牧実績あり。 

飼養頭数…168 頭（うち繁殖牛 36 頭）。

横江水田管理組合 ３６戸 立山放牧組合に協力。 

目桑生産組合 １８戸 Ｈ１６年度より実施。 

(2)耕種農家 

座主坊生産組合 ７戸 Ｈ１７年度より実施。 

 

２．課題の背景とねらい 

（背 景） 

区  分 現 状 及 び 背 景 等 

(1)畜産農家 ・畜産物価格の低迷や高齢化から、低コスト・省力化が課題。 

・ＢＳＥの発生等により、消費者の安全意識が向上し、安全な畜産物の生

産とイメージづくりへの対応が必要。 

(2)耕種農家 ・米価の下落や高齢化等から、農地管理が負担となり、耕作を放棄する農

家が増加。 

(3)行政機関 ・農地の荒廃が進み、町行政は地域環境の保全が大きな課題。 

・食料自給率を向上するため、未利用資源等の有効利用が必要。 

（ねらい） 

 耕作放棄水田や転作田において、放牧を利用した省力低コストな肉用牛飼養方法及び地

域環境保全についての試験及び実証を行う。これを基に水田放牧を普及推進し、放牧面積

の拡大により、土地及び草資源の有効利用と県内和牛繁殖基盤の拡大を図る。 

 

３．活動の概要及び経過等・・・（別紙参照） 

年 度 活 動 の 概 要 及 び 経 過 等 

 

 

Ｈ１４年度 

・６月に立山町から普及センターに、横江地区の放棄田を解消するため放

牧を利用できないかとの相談あり。関係機関と打ち合わせ実施。 

・和牛繁殖農家の放牧の了解を得るとともに、立山町及び普及センターで

横江地権者等への説明会及び説得を行い試験的に放牧する了解を得る。 

・説得に時間を要し放牧準備開始時期が遅れたため（９月）、カヤ等が繁茂

し牧柵設置のための草刈に相当の労力を要する。 

・放牧形態は、今後の普及を考え、電気牧柵を利用した簡易放牧としたが、

地権者の要望も脱柵防止のため外柵（有刺鉄線）を設置。 

・その他、給水・飼料給餌施設及び捕獲枠を設置。 

・家畜保健衛生所が放牧牛の衛生検査を実施。 

・９月末から、繁殖和牛３頭（妊娠中）を放牧。 

・草量が不足したため、１１月頭に放牧を終了。牛の健康状態も良く、カ

ヤ株の減少等の環境保全効果も見られる。 

・横江地権者と反省会を行い、今後も継続して放牧する了解を得る。 

 

 

Ｈ１５年度 

・横江地区の面積を拡大するとともに、新たに野村地区の転作田において

電気牧柵のみで放牧を実施。 

・横江地区においては、昨年放牧した場所は、草量の不足が懸念されたた

め、牧草種子を播種。また、野村においてはシバ種子の播種試験を実施。

・県で水田放牧を事業化し、マニュアルの作成等を行う。 

・アルプス地域水田農業プランに水田放牧を位置付ける。 

 
 



年 度 活 動 の 概 要 及 び 経 過 等 

 

 

Ｈ１６年度 

・新たに目桑地区において、立山放牧組合が水田放牧を開始するととも

に、県事業を利用し、耕種農家である目桑生産組合が主体となって放牧

を実施。施設は県畜産振興協会からレンタル。牛は県農業公社から供給。

・立山放牧組合は、産地作り対策として、水田放牧の実施に加え牧草の

生産を実施。 

・排水の悪い圃場においては、排水対策やミレット類の播種を実施。 

Ｈ１７年度 ・野村地区、目桑地区、四谷尾地区において面積を拡大するとともに、

新たに座主坊地区において座主坊生産組合が放牧を実施。 

・放牧場所は５地区 13 ヵ所、総面積は約１３ha、放牧頭数２９頭となる。

  

４．普及活動の具体的成果 

項  目 内       容 

(1)省力低コストな

肉用牛飼養 

・電気牧柵の設置労力は３時間・人／ha 程度であり、牛もすぐに

電気牧柵に馴れ、電気牧柵からの脱柵は無かった。 

・放牧中の飼料は雑草だけで十分であった（牛観察時のみフスマを

給与）。 

・牛の健康状態は終始良好で、体重の減少も見られなかった。 

(2)地域環境保全 ・カヤの葉及び雑草・牧草はほとんど牛に食べ尽くされた。また、

牛の踏圧によりカヤ株は縮小又は消滅し、景観の改善が図られた。

・牛は草のみを食べているため糞の臭いはほとんど無く、１頭当た

りの面積が広いため環境汚染も見られなかった。 

(3)そ の 他 

 

・地元住民への水田放牧への理解が浸透し、来年度以降も継続実施

の了解が得られた。 

・放牧組合員は水田放牧に自信を得て、アルプス管内の他畜産農家

も組合員に加え、今後も意欲的に面積拡大に取組む意向である。

 また、産地作り対策において、水田での牧草生産及び放牧利用に

より、地域水田農業の担い手としての位置を確保した。 

・野猿が放牧地付近からいなくなったことから、中山間地等におけ

る獣害対策としての利用可能性も示唆された。 

・耕種農家が主体となった水田放牧が行われ、管外（氷見市）で新

規和牛繁殖農家が育成された。 

・町内外から親子連れ等が多数見学に訪れた。 

・マスコミを通じて、関係者及び県民等に水田放牧を紹介し啓発を

行った。 

 

５．関係機関の役割分担及び連携 

項    目 技術推進課 普及ｾﾝﾀｰ 立 山 町 東部家保 農協

地元説明・説得・調整  ◎ ◎ ○ ○ 

補助事業事導入指導等 ◎ ◎ ◎   

放牧準備指導  ◎  ○ ○ 

飼養・圃場管理技術指導  ◎  ○  

衛生管理指導    ◎  

施設導入・設置等  ○   ◎ 

水田放牧マニュアル作成等 ◎ ○  ○  

マスコミ対応等  ◎ ○   

（注）◎…主体、○…補助 
 
６．今後の課題及び展開方向等 

・放牧牛の頭数を確保するため、レンタル制度の事業化、並びにオーナー制度等の検討 

・不慮の事故に対応するため、保険制度等の整備と加入促進 

・水田放牧の消費者等へのＰＲとそれを利用した地域活性化 



 

 

（別  紙） 

● 活動の概要及び経過等 

 

区   分 横江地区 野村地区 目桑地区 四谷尾地区 座主坊 計 

面 積 １.０ha     １.０ｈａ 

頭 数 
３頭 

（繁殖和牛、妊娠中） 
     ３頭 

実施主体 立山放牧組合       １組合 
放牧期間 ９/21～11 月４日      

Ｈ
１
４
年
度 

その他 

電気牧柵を利用した簡易
放牧。 
脱柵防止のため外柵（有刺
鉄線）を設置。 

     

面 積 ３.０ha １.０ha    ４.０ｈａ 
頭 数 ５頭 ３頭     ８頭 

実施主体 
立山放牧組合 
横江水田管理組合 

立山放牧組合       ２組合 

放牧期間 ５/24～11/11 ７/５～11/11     

Ｈ
１
５
年
度 

その他 
草量を確保するため牧草
種子を播種。 

電気牧柵のみでの放牧。
（安全のため馴れるまで
２重張り） 

    

面 積 ４.０ha １.２ha ２.３ha ０.５ha  ８.０ｈａ 
頭 数 ６頭   ３頭  ６頭  ２頭  １７頭 

実施主体 
立山放牧組合 
横江水田管理組合 

立山放牧組合 立山放牧組合 
目桑生産組合 

立山放牧組合      ３組合 

放牧期間 ４/21～ ６/１～ ６/９～    

Ｈ
１
６
年
度 

その他   県事業の利用   産地づくり対策活用 

面 積 ４.０ha ３.２ha ３.３ha １.３ha １.０ha １２.８ｈａ 
頭 数 ５頭   ８頭  ９頭  ４頭 ３頭 ２９頭 

実施主体 
立山放牧組合 
横江水田管理組合 

立山放牧組合 立山放牧組合 
目桑生産組合 

立山放牧組合 立山放牧組合 
座主坊生産組合 

    ４組合 

放牧期間 ４/28～ ４/28～ ５/30～ ４/10～ ７/22～  

Ｈ
１
７
年
度 

その他   県事業の利用   産地づくり対策活用 



 

周知されてきた。 

    管内の「山口型放牧」施設は 32 カ所、31ha で、そのうち向津具地区では 15 カ所、17ha で実施さ

れている。各種の事業活用によりこれからも放牧計画が予定されており、荒廃農地の増加とともに放

牧地の面積も拡大していくものと思われる。 

 

 

 

 放牧当初      ⇒       放牧 終了 

 

 

 

４ 水田放牧特区への取り組み                               油谷構造改革特区の経緯 

    市、町及び学校等公共施設の統廃合が進む中、少子高齢化

 が顕著な向津具地区では、後継者が減少していく現状を憂い

 た住民の提案で、肉用牛を活用した特区に取り組むことにな

 った。 

    平成16年6月から、行政の支援により種々の協議、調査 を

重ね、平成16年10月に知事及び旧油谷町長の連名で「山 口油

谷水田放牧（山口型放牧）特区」として国に申請し、12 月に

承認された。 

５ 特例措置の内容 

    農地の遊休化ゼロ、肉用牛飼養農家の新たな担い手確保、

  定住人口の増加、棚田の再生を目的として、牛の放牧と水田

H16.6：住民による特区の提案 

 ～9：地区代表者、該当者等との協議、打 

   合せ実施 

H16.10：知事、町長の連名で特区申請 

H16.12：内閣府から認定 

H17. 2：向津國十牛放牧組合設立 

H17. 2：企業参入者の農地利用権設定 

     放牧予定地の地権者との協議     
  共同放牧場の設置 

H17. 4：組合員の妊娠牛４頭を放牧 

H17. 6：オーナー牛の導入、放牧 

 の棚田オーナーを軸に、①農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参入の容認、②農地取得 

後の農地の下限面積要件緩和(50a 以上→10a 以上）の２点を特例措置として進めることにした。 

６ 向津國十牛放牧組合の設立と活動 

    平成 17 年 2 月、組合員として特区提案者及び企業者を含めた７名、他に関係機関等が参集し、 耕

作放棄地等への放牧による景観保全、オーナー牛の放牧管理、都市住民との交流を目的に「向津 國

十牛放牧組合」が設立された。 

   組合の名称は、地区に伝わる神話、また景観を護るという考え方から禅の「十牛図」から引用し 

た。                                            放牧直後の牛 

    平成 17 年 4 月に、向津具地区のまとまった 

耕作放棄地 4haを確保し、その中の 1haを共同 放

牧場として、電気牧柵で囲い、組合員の放牧 経

験牛（妊娠牛）４頭を放牧した。 

  放牧牛は背丈以上に伸びた茅や矢竹（俗に女 

竹）を早速食べ始めた。 

   放牧牛は分娩予定１ヶ月前には牛舎に戻し、 

別の妊娠牛を交代で放牧している。 

    今後も、耕作放棄地解消に向けて、各種補助 

事業等を有効に活用し、電気牧柵やソーラーシ 

ステムを導入し、放牧地を拡大する計画である。 

７ オーナー牛の制度 

    放牧経験牛が不足しており、組合員による増

頭も考慮して、試験的に畜産関係者による１口   １０万円の繁殖牛購入資金貸出し制度に取り組

んでいる。現在１２名の方が資金提供し、５頭の妊 娠牛を購入した。 

    組合員は５年後に借入金を返済し、オーナーには５年間で出資金に見合う農産物等特産品の送付、 

あるいは出資金の返済を行うことにしている。基本的にはオーナーにはボランティア精神での参加 

を期待している。 



 
 
 
 

現地検討会資料  
 
 
 
 

①千人塚放牧場（美祢郡秋芳町） 

②奥畑放牧場 （長門市畑） 

③山本放牧場 （長門市油谷） 

④特区放牧場 （長門市油谷） 
 



①（千人塚放牧場） 

千人塚放牧利用組合（山口県秋芳町） 

水田放牧の取り組みと地域内への広がり 

１ 放牧の取り組みと組合設立 
 １）Ｈ１３ ３月から近くの和牛繁殖農家から牛を借り受け、水田２５a（前年秋、稲刈り取り

後にイタリアンライグラス播種）に２頭１組で放牧。（山口県畜試の放牧セットの借用、

電牧張り方法など全面的な支援と、放牧に対する近隣住民の反応が良好） 
    
 ２）Ｈ１４ 単県事業（事業主体 県畜産振興協会）移動放牧システム化推進事業に参加 
    取り組みの背景 

千人塚水利（ため池利用）組合の組合員の高齢化と殆どが兼業農家、水田委託管理経費の

負担、管理不充分水田の増加傾向、ため池改修事業経費の償還、水田基盤整備経費の償還

等経費の負担等  
水田面積 17.8ha の内、水稲作付け 8.2ha  休耕・転作率 53.9% 
水田放牧実施参加農家 ６戸 1.2ha 開始、農業委員会の転作確認後放牧利用 

    ２頭１組 ２組を７月２８日から極寒期を除く３月３１日までの２００日間放牧  
  

３）Ｈ１５ 水田飼料作物生産振興推進事業（土地利用集積型による水田放牧）の取り組み 
    移動放牧が順調に推進できたことから本事業の取り組みとなった 

水田放牧参加農家 １5 戸 3.92ha  ２頭１組 ３組で延べ３７８日放牧 
    飼料作条件 耕起、基肥Ｎ．Ｐ．Ｋ．各７Ｋｇ／１０a, アオバミレット３Ｋｇ／１０a、 

明渠排水 
   
４）Ｈ１６ 町水田農業推進協議会  米政策改革大綱にかかる産地づくり対策の一環として 

水田放牧の取り組み（３年間継続）  
採択要件 水田放牧利用組合の設立、承認農業者（町独自）の認定、 

放牧水田面積 ４ｈa 以上 
参加農家 １７戸 4.3ha ２頭１組 ３組で延べ４８０日放牧 

    飼料作条件 耕起、基肥Ｎ．Ｐ．Ｋ．各７Ｋｇ／１０a、アオバミレット３Ｋｇ／１０a、 
明渠排水 

        Ｈ16.4.1 組合設立 主旨 放牧事業は信頼関係の下で推進 
    

Ｈ１７ 参加農家２１戸 5.26ha 
    飼料作条件 耕起 基肥 Ｎ．Ｐ．Ｋ 各７Ｋｇ 前年秋 イタリアンライグラス 

1.20ha 作付け（播種量３ｋｇ／１０a）今年 白ヒエ 4.06ha 作付け（播種

量３ｋｇ／１０a） 
イタリアン作付け水田 放牧開始 ５月８日（転作確認後）２頭１組で３組放牧  
白ビエ作付け水田   放牧開始 ７月１０日      ２頭１組で３組放牧 

８月３１日現在 延３１８日放牧   
 



 
千人塚地区 水田約１7.4ha の内 約４ha を水田放牧実施（緑色部分） 

  

現地検討位置 

２ 水田放牧成立した条件 
１）組合員相互の信頼関係が強い 約束事を遵守 
２）地域住民の理解と協力 放牧牛の脱柵、分娩等異常時には直ちに連絡がある。 
３）町、県農林事務所、畜産試験場が技術的な相談に直ちに対応 安心して放牧できた。 
４）牛の移動等、和牛繁殖農家が家族ぐるみで協力 耕畜連携がスムースに行えたこと。 
５）補助・助成金の活用により施設整備費の一部を充当できたこと（組合員の負担軽減）。 

      
３ 放牧に利用する道具等 
     より線の巻き取り              鉄柱配布用コンテナ 

   

直管利用による庇陰（２ｍ×４ｍ×２ｍ）  食塩入れ設置（ボールタップの保護）        



 

           山口油谷水田放牧（山口型放牧）特区について 

 

                                     山口県長門農林事務所畜産部畜産振興課  岡田講治 

 

１ 地域の概要         
    本州最西北端に位置する長門市は、北は日本海に接し、対馬暖流が流れる温暖な気候と北長門国 

 定公園に指定された、豊かで美しい自然環境に恵まれている。     家畜飼養頭数  (H16.2.1) 
地区 肉用牛  豚 ブロイラー 
長門   442    408   592 
三隅   819   6,662   234 

日置   717      0   172 
油谷  1,397    136   234 
 計  3,375  7,206  1,232 

  長門市は平成17年3月23日、１市３町が合併して、新長門 市

として活動を始めた。地域の人口は昭和30年をピークに減 少し

ており、65歳以上の割合は平成12年には27.9%と高齢化 が進ん

でいる。 

  産業の中心は農林水産業で、農業産出額の59％を畜産が占 

めており、山口県内における肉用牛、養豚、ブロイラーの主要 生

産地として位置づけられている。 

山口県 18,871  26,756 1,731千羽 

２ 油谷地域の農業 

    油谷地域の日本海側は、急傾斜面の棚田が並び、日本の棚田百選に指定された後畑もこの地域に 

ある。水稲を中心に畜産、施設園芸などを組み合わせた複合経営が営まれている。基幹的農業従事 者

の 80％以上が 60 歳以上で、担い手の高齢化や後継者不足、さらに耕作不利地であることから耕 作

放棄地が急増している。 

       上空から見た棚田           向津具の水田状況（1980 年を 100 として） 

   区 分 地区    
年  1980  1990  2000  (％)

山口県 78,658  70,661 56,205  (71)

油 谷  1,341   1,086   849  (63)

 

農家数（戸）

向津具    365    302   236  (65)
水田面積(ha) 油 谷  1,510   1,450  1,290  (85)

水稲面積(ha) 油 谷  1,150   1,000   702  (61)

山口県  1,524   2,663  3,374 (221)

油 谷     11     15    54 (491)

 

耕作放棄地 

   (ha) 
向津具      4      4    18 (450)

 

３ 向津具地区における水田への繁殖牛の放牧 

    油谷地域の中でも、特に向津具地区は農地のほぼ全体が急傾斜面に広がる棚田で占められ、米生 

産の管理作業は労力負担が大きいが、米の品質は高く評価されている。 

    水稲以外では肉用牛の生産が盛んで、長門管内の繁殖雌牛の 49％が向津具地区で飼育されてお 

り、この地域の高齢の畜産農家は、早くから作業条件の悪い棚田に肉用牛を放牧し、飼育管理の省力

化、飼料コストの低減を実践していた。 

    平成８年以降、ソーラーシステムを活用した電気牧柵、殺ダニ剤の普及により、県畜産試験場、 

農林事務所の指導で「山口型放牧」として、耕作放棄地にも放牧されるなど、急速に放牧面積が拡大

し、荒廃農地を放牧場として蘇らせるとともに、肉用牛を低コストで生産する有効な経営方法として

 



 
４ 水田放牧事業の効果 

１）水田荒廃の防止 （水田維持管理の啓発） 
２）草資源の活用  （全体の牧養力を観ながら１番草の一部は貯蔵飼料向けが可能） 
３）牛のいる風景による景観の向上  （多くの方々が乗用車を止めて眺めている） 
４）和牛繁殖農家の作業、飼料費軽減 
５）農家同士・和牛繁殖農家との連携  
６）放牧実施農家は補助金をため池改修償還金、圃場基盤整備償還金の一部充当。 

   ７）地域における各種事業取り組みへの刺激 
５ 課 題 
   １）組織の維持と放牧管理の後継者育成 

２）高齢化等による水稲耕作面積の減少に伴う放牧利用希望増加への対応 
３）移動放牧用電牧、給水施設設置労力の軽減化 
４）春夏用牧草（単年草）の不耕起栽培用品種導入の検討（秋冬用牧草内への直播き） 
５）年間平衡労力配分（周年放牧）のための草種選定 
６）親子放牧の延長 

 

親子放牧 ８月７日撮影 

 
６ 検討現地の状況 
   水田面積 上水田２３a  下水田 17.9a  水田放牧の取り組み理由：山からのわき水と水路

水田への漏水により水稲作付け、刈り取りが困難 
   耕起 施肥 播種１７年６月７日 播種後から７月中旬にかけて晴天続きで生育が遅れ、 

草高５０～６０ｃｍで放牧開始 



   第１回目  放牧 ７月１０日～７月２０日 上水田２３a ２頭１群 
           晴天続きで牧草の再生が遅いため滞牧期間が昨年に比べ約１／２短い 
     

  移動の目安：管理者が監視で放牧現地に着くと牛が走って寄って来て何か

を欲しがる様子と牧草の残存状況を勘案 
   第２回目  放牧 ８月２日～８月１３日  ２頭１群 
   第３回目  放牧 ９月１５日から 
    下水田 17.9a への放牧は第１回目と２回目の間の１回のみ その後、再生が芳しくない 
    



 

②（奥畑放牧場） 

長 門 市 熊 野 牧 場 

                            所在地 〒759－4402 長門市畑 

１ 水田放牧の経緯 

 牧場経営者：熊野菅人氏 

 経営者は、杜氏であったが、平成 3 年度に水田放牧定着化促進事業(県単独事業)に取り

組み、繁殖牛 3 頭の放牧から経営開始した。その後、連動スタンチョン牛舎を自作し、着

実に増頭を図るとともに、平成 4 年には家畜人工授精師の免許を取得し、現在は自分で人

工授精を行う。また、自宅には牛の像が建ち、耕作放棄水田における牛の放牧による草地

畜産を実践している。 

  

２ 経営の特色  

 水稲、肉用牛繁殖経営。現在は繁殖牛 30 頭を放牧飼養。母牛は周年昼夜放牧で、子牛は

4 ケ月齢まで制限ほ乳を行い、離乳後は舎飼いを行う。補助飼料給与は、朝夕の 1 日 2 回

行い、観察を十分に行う。AI は観察時に行う。 

  

３ 放牧地  

  牧場開設当初は、シバ型草地の造成技術が未知であったこと、飼養頭数が少ないことか

ら、寒地型牧草(オーチャード、トールフェスク)主体の放牧地造成を行ったが、グラスタ

イプによっても野生鹿等による食害が深刻であった。その後、バミューダ、ノシバ等の暖

地型短草種の導入と、放牧頭数の増加により食害に強い放牧草地となった。 

 また、牧場敷地の一部には、真竹が繁茂していたが、放牧牛は竹の伸長期である春から

夏にかけて竹葉を旺盛に採食し、密度の高い竹林も、２乃至３年程度の放牧により草地化

することを県下で初めて実証した。現在、放牧地のうち、水田放牧地は 1.5ha で夏期には

ノシバが優先し、冬には短草型トールフェスク、野草が優先する草地となっており、その

他、原野及び山林 0.5ha に放牧されている。 

  

４ 経営の特色  

 ・平成 3年度から放牧開始 

  ・複数の地権者からの農地管理要望が纏まった放牧地となった(一部利用権設定) 

 ・低コスト生産及び省力生産に留意 

 ・冬期粗飼 料は、近隣

の水田夏作に より確保 
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            優先したノシバ草地                 子牛育成舎前でほ乳する子牛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          朝夕飼料給与と観察を行う               夏場の余剰労力で冬季用の飼料備蓄 

 

 



 

③（山本放牧場） 

油 谷 町 赤 屋 地 区 

                      所在地:〒759－4622 長門市油谷角山赤屋 

１ 水田放牧の経緯 

  油谷町肉用牛振興協議会会員である山本憲男さんを中心に、3名で共同利用放牧地。 

  赤屋地域は急峻な地形で棚田が多い地域であり、高齢化等で耕作放棄地率が高く、荒 

廃水田の増加が顕著となっている。地域の畜産農家が共同で、牛を放牧することにより こ

れらの土地を保全しようとの考えに基づき、平成 13 年度から水田放牧を開始した。 

  

２ 経営の特色  

 ・平成 14 年 3 月から放牧開始 

 ・低コスト生産及び省力生産に留意 

 ・母牛は周年放牧（分娩も放牧場で行う） 

 ・生産子牛は、離乳まで母子放牧され、4ケ月齢で離乳後、舎飼育成。 

 ・授精は放牧場スタンチョンで行う 

 ・朝夕の 1日 2回牛の観察を行い、発情牛及び異常牛を確認 

  

３ 放牧面積  

  昭和 50 年代に耕作放棄された水田約 1.7ha で放牧。 

  放牧頭数は、常時 5頭を目安としており、牧柵はソーラー電気牧柵による。 

  

 

４ 放牧風景  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     放牧地                                  補助給餌施設 

 

５ 補助事業 

    飼料対策事業 自給飼料増産総合対策事業 日本型放牧実践対策（平成１３年度） 

 



 

 

④（特区放牧場） 

山 口 油 谷 水 田 放 牧 特 区 

                    所在地 〒759-4622  長門市油谷向津具上田久道 

主体  向津國十牛（むかつくじゅうぎゅう）放牧組合 （組合長 元永素：組合員 6 名） 

放牧  放牧地面積 1ha（本年度事業により 3.0ha に拡大）、放牧牛 4～２頭（周年放牧）  

目標 ①「放牧で遊休農地ゼロに」  

   ②「美しい農村景観を活かした魅力ある地域作り」  

   ③「農家・非農家を含めた外部参入促進、地域農業の担い手を増加し、定住人口拡大」 

１ 現地活動の経緯 

  ① 平成１６年１１月２２日：関係者説明 

  ② １２月 ８日：放牧地権者（13 戸）調整 

 ③ 平成１７年 １月２６日 放牧地調査、事前準備 

  ④ ２月１１日：町農業委員会特区農地貸借承認 

  ⑤ ２月２１日：放牧組合設立 

  ⑥ ２月２８日：放牧施設整備（牧柵、水飲場等） 

  ⑦ ３月～ ：放牧牛オーナー制度を創設。関係者に説明・勧誘 

  ４月６日：放牧開始、６月３日：オーナー牛購入（壱岐）、６月５日：オーナー放牧牛馴致開始 

               
放棄農地のササを食べ始める放牧牛        放牧オーナー牛の馴致 
 

２．今後の計画 

  ① 特定事業の推進 

  １００１号：農外法人に対する農地の貸し付け、 

１００６号：新規参入者の農地取得下限面積緩  

和等により、新たな放牧地・貸借農地の拡大や 組

合員・経営参画者の拡大を目指す。 

 

 ② 放牧牛・棚田オーナー制度については、当 

面の試験的運用の後、一般公募を行うと共に、 サ

ポーター制度を導入する。 

 

                         米が作付けされた放牧地隣接田 




	１７-8-２-要領(確定）

